
 

 

 

 

 

 

 

平成３０年第１回 
 

蓮田市農業委員会総会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔日 時〕平成３０年１月２５日（木） 

 

 

〔場 所〕市役所３０１会議室 

 

 

 

取扱区分：公開 



平成３０第１回 蓮田市農業委員会総会議事録 

 

 

蓮田市農業委員会（議長）萩原和夫は、平成３０年第１回蓮田市農業委員会総会を市役

所３０１会議室において開催するにあたり、各委員を招集する。 

 

１ 開催日時  平成３０年１月２５日（木） 午後２時０２分 

 

２ 閉会日時  平成３０年１月２５日（木） 午後４時３０分 

 

３ 出席委員（１２人） ※番号は議席番号 

   １番 野口 勇     ２番 門井 隆      ３番 齋藤 重信 

   ４番 萩原 和夫    ５番 竹内 昭一     ６番 原田 順一  

   ７番  政広    ９番 髙橋 建一    １０番 寺田 進 

  １１番  竹内 幸男    １２番 岩﨑 久     １３番 篠﨑 明 

   

４ 欠席農業委員（２人） 

  ８番 杉﨑 國昭    １４番 齋藤 博司 

 

５ 出席推進委員（６人） ※（）内は担当地区 

  （平野）石井 正孝   （平野）山口 実   （黒浜）澁谷 秀男 

  （黒浜）山本 寿一   （蓮田）常見 淳   （蓮田）山口 惠司 

 

６ 欠席推進委員（０人） 

   

７ 議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

  第２ 議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請の許可について 

          議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請の許可について 

          議案第３号  農地法第５条第１項の規定による許可申請の許可について 

     報 告 １ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の受理について 

報 告 ２  農地法第４条第１項第７号の規定による届出の受理について 

報 告 ３  農地法第５条第１項第６号の規定による届出の受理について 

報 告 ４ 農業経営主変更届について 



８ 出席した農業委員会事務局職員（２人） 

    事務局長     小林 正 

    事務局主査    増田 仁子  

    

９ 傍聴人（０人） 

  なし 

 

１０ 会議の概要 

   

 開 会 

 

（局長）―局長挨拶― 

 

（会長）―会長挨拶― 

 

（局長） 

 ありがとうございました。以降の議事進行につきましては、会議規則に基づきまして、

萩原会長、よろしくお願いいたします。 

  

（議 長） 

 それでは、議長の座を務めさせていただきます。着座にて失礼します。本日の議事に入

ります前に平成２９年１２月２５日（月）に開催いたしました平成２９年第１２回農業委

員会総会の会議録について事務局より朗読をお願いいたします。 

 

（事務局）―議事録の朗読― 

 

（議 長） 

ありがとうございました。ただいま朗読いたしました議事録について、私の署名に続き

まして、●●番●●●委員、●●番●●●●委員に署名をお願いいたします。 

本日の委員の出席状況を報告いたします。●●番●●●●委員、●●番●●●●委員よ

り欠席の旨の報告をいただいております。従いまして出席者は１４名中１２名で総会に必

要な定数に達しておりますので本日の総会は成立をいたします。 

 また、推進委員に欠席者はなく６人全員の出席をいただいております。 

次に、本日の会議の議事録署名人を指名をいたします。●●番●●●●委員、●●番●

●●●委員にお願いいたします。 

それではただいまから、議事に入ります。本日提出の議案は事前に配布の資料の通りで

す。農地法などの法令許可に関する議案は議案第１号から第３号、報告案件は報告１から

報告４までとなります。それではただいまから、順次、議題と致します。 

２ページの議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請の許可について事務局

の朗読をお願いいたします。 



 

（事務局）―議案第１号の朗読― 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございました。議案第１号番号１について担当地区委員の方から説明

をお願いします。 

 

（委員） 

 場所は、パルシーがありまして元荒川沿いに土手沿いを北に向かいますと、元荒川と星

川が合流する場所があります。その左側がこの場所です。●●●●●、●●●これは、元

は地元の方の土地でしたけれども、●●●が●●さん、●●●が●●さんが作付している

と思います。この隣の●●さんが●●さんから譲り受けるのもだと思います。現在は、閏

戸の方が耕作しておりまして、●●さんも●●さんも耕作はしておりません。以上でござ

います。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。それでは、事務局の方から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

議案第１号の補足説明を申し上げます。場所については、先ほど説明があった通りです。

公図の写しを見ていただくとお分かりになると思いますが、申請地●●●と●●●が続け

て土地があります。●●●が今回の申請地であります。お隣の●●●が今回の譲渡人の●

●さんの農地であるために、●●さんから譲り受けて田んぼとして、今後●●さんのほう

で使っていくという話を聞いております。経営面積は下限面積をクリアしており、現況も

田んぼとして使われております。ご本人の農業作業従事日数ですが、●●●●さんが２０

０日以上、ご家族の奥様が２００日以上、お子様お二人が１００日以上、お孫さんが１０

０日以上ということで従事日数も問題ないかと思われます。全部耕作要件ということで、

この面積蓮田の面積ではありませんで、白岡のほうに農地をお持ちでいらっしゃるそうで、

白岡の農地のほうもすべて耕作をされている、ということを白岡市から報告を受けていま

す。以上です。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。ただいま、議案第１号番号１につきまして、担当委員さん及

び事務局の補足説明の通りでございます。ただいまの説明内容につきまして、ご意見ご質

問等ございますでしょうか。 

 

（局長） 

 この譲受人の●●●●さんは、現在満●●歳でございまして、調査によりますと自己申

告なのでこういう数字が出てきていると思いますが、２００日以上やっていらっしゃると

いうことで、バリバリ現役農家ということなんですが、実際どうなのかということを、確



認できていないんですが、白岡に住んでいらっしゃる方なので、白岡の経営状況調査票に

基づいてお話をするしかないんですけれども、今回の流れがですね、本来の３条は、一生

懸命農業をやっていて、更に経営を拡大したいと、ついては農地を権利移動させて農地を

増やしていきたいというのが３条の趣旨でありますが、そういうことではなくて、譲渡人

さんのほうのご都合で、ご近所の●●さんに、何とか買ってもらえないだろうかというよ

うな話で、やっつけ３条といいますか、譲渡人の都合といいますか、そういう内容なのか

なと思っておりますが、３条の要件に基づいて審査をしていくしかないので、先ほど●●

●●委員さんからお話がありましたが、ちょっと３条の趣旨からは外れているのかなと事

務局としては考えております。以上です。 

 

（議長） 

 ただいまの件につきまして何かありますか。 

 

（委員） 

 実際には●●さんは耕作してないです。 

 

（局長） 

 遊休農地のままということ。 

 

（委員） 

 閏戸の方がやってますからね、そうではないですけど。おそらく本人は、実際には耕作

しないと思うんですよ。 

 

（局長） 

 本人は、実際に普通に農業やってる方なんですか。 

 

（委員） 

 最初、買ったときは来てましたよ。何年かは。あとは地元の人に渡しちゃって見たこと

ないね。 

 

（委員） 

 うちの裏のほうにも１枚田んぼがあるのかな。 

 

（局長） 

 ●●さんが、過去に譲受した農地で遊休化しているところがある。 

 

（委員） 

 遊休農地じゃない。誰かが作ってる。だから、地元の人が作ってるんですね。そういう

人が、貝塚田んぼには、何人かいるんだよね。白岡の人の田んぼとか、荒れちゃうからし

ょうがないんだよね。 



 

（議長） 

 何かほかにありますか。 

 

（推進委員） 

 ちょっといいですか。経営面積５反ですよね。それで、農業４人でやっているんですよ

ね。だとすると、少なすぎやしませんか。内容にもよりますけど。 

 

（委員） 

 白岡に持ってるでしょ。これは、蓮田だけの農地。 

 

（事務局） 

 白岡の農地もあるので。いや、白岡のも入ってます。一番後ろにある農地台帳があると

思うんですけれども、これはすべて、白岡の農地が、自分の所有地なので、これだけで 50.55

ａですね。プラス、蓮田の農地を含めて７反になります。 

 

（委員） 

 この土地を含めて、７反ね。 

 

（事務局） 

 そうです。 

 

（委員） 

 まあ、土日やれば１００日になっちゃうからね。 

 

（委員） 

 １日１時間でもね。 

 

（委員） 

 ちょっとやれば、１日だから。 

 

（委員） 

 ８７の人が、朝から夕方５時は無理でしょう。いくら２００日といっても。間違って、

１日１時間２時間でも、１日なんじゃないの。時間じゃなくて、日にちで書いてるから。

その１日が１時間なのか４時間なのか、明細がないだけの話。いいんじゃないですか。 

 

（委員） 

 投機目的で売買してる土地じゃないんで、しょうがないんじゃないかなと思うんですけ

ど。 

 



（局長） 

 一つの疑問として今やっている閏戸の人に、売るという考え方はないんでしょうか。 

 

（委員） 

 買う気はないでしょう。元の地主さんと、●●さんで何かあったんじゃないかな。それ

で、買ってもらったんじゃないかな。その頃は、投機目的もあったのかもしれないし、今

となっては、川土手の下で用水の下だから、投機目的も何もなくなったけど。 

 

（議長） 

 ほかにはよろしいですか。それでは、いろいろお話も出ましたが、採決をいたします。

議案第１号番号１につきまして、承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

 全員の方賛成でございます。よって、議案第１号番号１については承認をすることとい

たします。 

 次に、議案第２号農地法第４条第１項の規定による許可申請の許可についてでございま

す。議案第２号について、事務局より朗読をお願いします。 

 

（事務局）―議案第２号の朗読― 

 

（議長） 

 ありがとうございました。議案第２号番号１につきまして、担当地区委員さんから説明

をお願いします。 

 

（委員） 

 はい。場所からいきますと、旧１２２号線を関山の信号から北のほうへ向かって２００

ｍくらい行きますと、右側に岩崎食品という会社がございます。そこのところを、左斜め

に戻るような道があります。蓮田中学校へ向かっていく道路です。その道路に入りまして、

２本目に右へ曲がる道がありますから、そこを入っていきますと右側奥の家が、●●●●

さんの家です。昨日行って聞いてきましたが、おそらく建物を建てる計画をしたところ、

農地に建物が建っているということで、申請に至ったと思います。要は、この建物は昭和

４５年以前の線引き前に建てたことは間違いないと思います。それで、農地以外で使用し

ていたということで、地目変更登記を行うため、是正措置として、農地転用許可の追認申

請をした形だと思います。事務局のほうで何かありましたらお願いします。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。それでは、事務局より補足説明をお願いします。 

 

（事務局） 



 議案第２号について、補足説明をいたします。 

 今回の申請は、昭和４５年８月２５日以前から農地以外で使用しているという内容で、

追認の案件となります。公図の写しを見ていただくと、●●●がありますが、こちらに実

際は家が建っています。地目は宅地になっていますが、今回の申請地のほうにはその当時

は農家さんだったらしく、農家の物置のようなものが建っているところです。その建物が

●●●の一部にかかって建っていることが、航空写真で確認が取れました。●●●につい

ても、家の一部として使っていたということが航空写真からもわかりましたので、今回、

追認ということで申請が上がっております。●●●から分筆したほうの●●●になります

が、ここの面積と●●●を合わせると 700㎡近くになってしまいますが、その当時の農家

住宅だということで 1000 ㎡まではオッケーだろうというような内容になってくるかと思

われます。後は、農家の物置の裏に祠がありまして、その祠の中を拝見したところ、昭和

5年という記録があったので完全に昭和 45年以前からあったのではないかというふうにお

もわれ、この面積に至りました。今回は、追認のために建築行為、造成はなく汚水、雑排

水は発生しません。その他、開発行為も不要となっております。以上です。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。議案第 2号につきましては、担当地区委員さん事務局の説明

の通りでございます。ただいまの、説明の内容につきまして、ご意見ご質問等ございます

でしょうか。 

質問なし 

 

 なしのお言葉いただきましたので、採決をいたします。 

 議案第 2号番号 1につきまして、承認する方は挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

はい、全員の方賛成でございます。よって、議案第 2号につきましては承認することに

いたします。 

続きまして、議案第 3号農地法第 5条第１項の規定による許可申請の許可についてでご

ざいます。それでは、事務局のほう朗読をお願いします。 

 

（事務局）―議案第３号の朗読― 

 

（議長） 

 ありがとうございました。それでは、議案第３号番号１について、担当地区委員さんの

方から説明をお願いします。 

 

（委員） 

 休みだ。 

 



（議長） 

 では、事務局の方から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 まず、場所ですが、去年１１月に●●●●●の方で、物流倉庫で許可がされた場所、隣

接する農地になります。今回の申請地、大字根金地内の根金交差点の東北側に位置して、

農地区分２種になります。根拠としては、農用地区域内にある農地以外の農地であって、

甲種農地、第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地。農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い農地です。今回の目的は●●●●●で農地転

用をした貸倉庫を造るための、仮設現場事務所及び来客駐車場のための一時転用を予定し

ております。申請理由としましては、●●●●●●●●●●が許可を受けました場所に関

しての仮設事務所と駐車場の確保です。資金計画ですが、造成費１０００万円に関して全

額自己資金で対応します。金融機関の預貯金残高証明で確認済みです。用排水は、汚水・

雑排水は農業集落排水に接続することになっています。排水同意もいただいております。

その他に関しては、開発行為はありませんので、申請は不要です。現場確認の結果、つい

先ほどまで事前着工がありました。現在代理人の方で急遽、砂利を入れてしまったのと、

仮設事務所のための一部の資材を置いてしまった部分があったので、それを今早急に取り

払っているところです。最中です。今日確実になくなりますというような内容で、先ほど

代理人からご連絡をいただきました。午前中の段階では、まだ資材が置いてあり砂利の方

は少し取り払っている途中でした。以上です。 

 

（議長） 

はい、ありがとうございました。 

 

（局長） 

事前着工の話をさせていただきますと、本日急遽お休みになりました●●●●委員さん

のご担当で、●●●●委員が現場確認した段階では事前着工していたらしいが、それを受

けて代理人に連絡をしましたら、「すぐ片付けます」ということです。昨日の時点で片付い

ていなくて、今朝、●●が確認したところ「片付いてます」いうことで、そういう連絡で、

こちらが確認したところ「片付いてます」と、それも●●が聞いてそう言ったんですけど、

そして現場を見に行ったんです。そしたらまだ全然片付いてなくて、そういう状況だった

ので、先ほど代理人が来た時も、こちらが確認して「片付いてるよ」って言ったのは 現

場も見ないで代理人がそうやって言うのは信頼を失うことだよという話は十分させていた

だいたんですが、「今一生懸命やっている」ということなんですよ。私の方はこの総会を迎

えるまで、その人が来るまでは、事前着工があって事前着工を現状確認したっていうのを

確認できていないので、本来であれば審査できませんから、事前着工はペナルティーです

から、そう意味では不許可相当というものを出して、正規ですね。それを介して来月の農

業委員会にもう一回かけさせてくださいというのが一般的な手続きかと思いますが、それ

ではあまりにもということなので、審議は審議未了で現場確認をしたのち、来月もう一回

かけさせていただくよというようなスタンスをとったのですが、こういう仕事ですので１



か月遅れてしまうといろいろ問題があるんでしょう、あわてて飛んでまいりましてそうい

うことを言われたんですが、ですから事務局といたしましても、それが１時５８分現場確

認できておりません。ですので、こういう状態で総会でご報告するのは非常に不本意なん

ですけれども、どう判断していいのかわかりません。ですから、現時点で片付いているの

かって言われますと、確認のしようがありません。事務局としてはそこまでしか言えない

です。ご意見いただければと思ってます。よろしくお願いします。 

 

（議長） 

ありがとうございました。ただいまの農地法第５条の規定につきまして、ご意見ご質問

等ございますか 

 

（委員） 

 ●●さんは今どこに行ってるの。 

 

（局長） 

すみません、●●のことを言わなくて申し訳なかったのですが。今日の午後と明日一日、

関東農政局のほうで農地転用事務の研修がございまして、私ども指定市でございますので、

これに誰も参加しないわけにはいきませんので、そちらの方に行っております。担当がい

ない総会で申し訳ないんですけれども、よろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

 ということは、今現在だと確認する人がいないんだ。 

 

（局長） 

 すべがありません。 

 

（委員） 

１１時ちょっと過ぎにね、あそこちょっと覗いたんですよ。っていうのは、隣の家に先

日いってきまして。当時１週間くらい前ですけど、トレーラーで鉄板を運んでたんですよ。

１日４台くらい。隅のほうからから７割くらいまで敷いてあって、鉄板を降ろしながら、

動かないように溶接屋さんが溶接チェックして、作業やってたんですけど、下に石という

かコンクリートを粉砕した粉石がずっと敷いてあったんですよ。もっと早く説明書もらえ

れば、覗いて来れたんだけど、まさか●●さんが欠席とはわかんなかったんで、ただ１１

時ごろの現在の時間ですと撤去作業している様子はなかった。 

 

（局長） 

 この農業委員会の始まる段階では、片付いてはなかった。 

 

（委員） 

 作業員いなかった。他の方で作業に入ってるか入ってないかよりも、あそこに入ってる



作業員ていうのは溶接屋さんしかいなかった。中まで確認はしてないんですけど、撤去作

業をやってる様子はなかったね。１１時ころは。 

 

（局長） 

今回の事前着工はあってはいけないことです。なんで早急に一時転用の許可もおろして

ないのに、事前着工してしまったのかわからない。そういう状況がまずあったのが、この

件については、非常におかしい話で相手側の理由からすると、てまどっちゃって片せって

言っても片せない状況。それは言い訳にもならない。 

 

（委員） 

書類を出したのは１２月２８日にしてありますよね。雪が降るまでには２０日間あった

んですよね。この書類を出した時点で、ここにこの仮設現場？仮設事務所？を作るの知っ

てるわけだよね。なんで建てちゃったんだろうね。建ってる場所になんで。全部じゃない

んだけど、向こうの方に少し敷いてないところはあったと思うんだよね。そこだけで、む

しろ間に合うと思ったのかも。 

 

（局長） 

普通に考えると今転用をとっちゃっている●●●●●の敷地の中で、仮設事務所って考

えないのかな 

 

（委員） 

 向こう側だよね。 

 

（局長） 

 はい。 

 

（委員） 

ただあそこだと道路が１本あるから、その道路が邪魔になるかどうか。今現在、建って

る場所があったでしょ。そこに４ｍ、５ｍくらいの道路が１本あるんですよ。今、全面舗

装してあるけど。向こう側に作るのも、足場がとっちゃてるしね。何もいらないんだけど

ね。こういうこと自体いらないもんね。申請自体が。 

 

（議長） 

他に何か。 

 

（委員） 

もう一度、確認できてから来ればいいんじゃないですか。あんまりこれを認めちゃうと、

事前着工をやり始める業者が増えて、何のためにやってるのかわからなってしまうので。

片すっていうのに、片してないんだから、そこを確認したのちっていう。 

 



（委員） 

片づけをやってる最中。終わってない。 

 

（委員） 

それはむこうの都合だ。悪いけど。 

 

（委員） 

この工事っていうのはいつごろまでやるんですか。こっちの許可がでないうちに終わっ

ちゃうんじゃないですか 

 

（事務局） 

 一時転用の期間としては１年半。 

 

（委員） 

１年半ですか。じゃあまだ。工事完成が来年の２月っていう話をこの間、聞いたんです

けど。 

 

（委員） 

 今回の一件で１か月ずれるから。事前着工は事前着工だもんね。●●●●●さんであろ

うが、なんであろうが。これだと１１月４日になってる。申請理由。 

 

（議長） 

それでは大変皆様方からご意見等だしていただきました。今の時点で、会議が始まる前

に片付けてあれば、許可をすることができたのではないのか。結局、今の時点で「片付け

ますから」というのでは、やはり無理があるんじゃないかというご意見をいただきました。

実際に事業にある方においては１か月というのは大変なペナルティーなのかもしれません

けれども、やはりこういう規則の中でのことでございますので、皆さんから出たお話の通

り、許可は片付けが終わったのを確認をして、来月の農業委員会で確認が終われば、確認

をする、やるとういう審議未了という形でと思いますが、皆さん方のご意見をもう一度、

それでよろしければ採決を取りたいと思います。 

 

（委員） 

 よろしいんじゃないですか。 

 

（議長） 

それでは、議案第３号の１番につきまして、ただいま皆さん方のご意見の中で、また私

の話の中で皆様方に採決の方をとらさせていただきます。議案第３号の１番につきまして、

審議未了という形で賛成の方、挙手をお願いいたします。 

 

全員賛成 



 

全員の方、賛成でございます。議案第３号の１番につきましては、審議未了ということ

にいたします。 

続きまして、議案第３号の２番につきまして、事務局より朗読をよろしくお願いいたし

ます。 

 

（担当委員） 

 この案件は先ほど議案２号で出た物件の絡みなんですけども、この●●●●さんは●●

●●さんの土地を今まで借りて、軽トラが１台入れるくらいの細い道だったんです。それ

を今度は奥へ使えるようにということで道路後退そして住宅地兼通路とういうことであが

りました案件でございます。事務局の方で何かありましたら。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございました。事務局の方でなにかありましたら、よろしくお願いし

ます。 

 

（事務局） 

 議案第３号２番について補足説明いたします。申請地は先ほど４条の方で出ました申請

地の宅地部分にあたるところです。農地区分第２種で判断根拠としては、市街化の傾向が

著しい区域内にある農地で、その規模がおおむね１０ヘクタール未満である。申請の目的

ですが、住宅敷地の通路、及び道路後退用地。昭和４５年以前から使用していた。申請理

由ですが申請地は昭和４５年の都市計画法線引き以前に農地以外のものとして使用されて

いたと思われて、地目変更等を行なってないまま是正措置として今回の追認申請を行うも

のであります。今回土地代金３００万に対して、全額自己資金で対応するということです。

預貯金残高の証明で残高の確認済みです。用排水路、汚水、雑排水は発生はいたしません。

開発行為をともないません。現地確認の結果、農地法の違反および事前着工はありません。

こちらの場所なんですが、お手元の公図をご覧ください。●●●●にご自宅が建っていま

すが、実際に家を建て替えようとした場合に、接道要件がなくなってしまうということで、

昭和４５年以前よりも使用していたこちらの今回の申請部分を追認ということで申請に至

ったものです。以上です。 

 

（議長） 

 ただいま担当の農業委員さん、また事務局の方で説明のあった件でございますが何かご

意見、ご質問ありませんでしょうか 

 

（委員） 

異議なし。異議ありません。 

 

（議長） 

 異議なしの声をいただきましたので、採決をいたしたいと思います。議案第３号の２番



につきまして、賛成の方は挙手をお願いいたします。全員の方、賛成と認めました。よっ

て、議案第３号２番につきましては承認をいたします。 

それでは報告事項にはいります。報告１から報告４について事務局が朗読いたします。 

 

（事務局） 

―報告１～４の朗読― 

 

（議長） 

それではただいま、報告につきましては、朗読していただいたのですが、一旦休憩をい

たしましてそのあと質問の方いただきたいと思います。半まで休憩したいと思います。よ

ろしくお願いします。  

 

― 暫時休憩 ― 

 

（議 長） 

休憩前に引き続きまして、再会をいたします。 

先ほど、事務局から朗読がありました報告１から報告４までの内容につきまして、質問

などありましたら挙手をお願いします。 

 

（委員） 

 はい。報告３番号３なんですが、譲渡人の持ち分がこれだと、１になりますか。 

 

（事務局） 

 全員分足すと、1になります。 

 

（議長） 

ほかにはございますか。 

特に質問が無いようでございますので、報告事項のほうは終わりにさせていただきます。

以上で、本日の議案の審議並びに報告事項は全て終了いたしました。その他の件について、

委員からご発言があれば挙手をお願いします。 

 特に、質問が無いようでございますので、総会を閉じさせていただきます。委員の皆

様方の慎重なる審査とご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。 


